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 道路構造による吹きだまり対策効果の定量化に向けては、現地観測が不可欠であるが、観測

回数や観測対象が限られることから、数年単位の短い期間で多様な地形条件に対する十分な観

測データを得ることは難しい。近年、数値シミュレーションにより吹雪対策の効果評価を行う

事例が増加しつつあることから、数値シミュレーションプログラムを作成し、吹きだまり対策

の定量的な評価に取り組むこととしたので報告する 
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1.  はじめに 

 近年、厳冬期において、爆弾低気圧や強い冬型の気圧

配置に起因する暴風雪により、短時間のうちに道路上に

大規模な吹きだまりが発生し、交通障害を引き起こすケ

ースがしばしば発生している。道路構造による吹雪対策

として、防雪盛土や防雪切土という工法が用いられる。

しかし、既往研究事例が少ないため防雪効果が定量的に

明らかとはなっていない。また、一度の暴風雪に対して、

どの程度の吹きだまり抑制効果が期待できるか等につい

ても不明な点が多い。道路構造による吹雪対策の設計法

を確立するために、道路構造ごとの吹きだまり量と積雪

深や気象条件との関係を明らかにし、防雪効果を定量化

することが極めて重要である。 
 道路構造による吹きだまり対策効果の定量化に向けて

は、現地観測が不可欠であるが、観測回数や観測対象が

限られることから、数年単位の短い期間で多様な地形条

件に対する十分な観測データを得ることは難しい。現地

観測結果を補う手法として、近年、数値シミュレーショ

ンにより吹雪対策の効果評価を行う事例が増加しつつあ

ることから、数値シミュレーションプログラムを作成し、

吹きだまり対策の定量的な評価に取り組むこととしたの

で、以下に報告する。 

2.  数値シミュレーションに関する調査 

 はじめに文献調査１～１６）を行い、数値シミュレーショ

ンプログラム作成に必要となる諸条件（気流のモデル、

浮遊層のモデル、跳躍層のモデル、格子形状、吹雪対策

施設の取扱い等）を取りまとめた（表-1）。それらにつ

いて、既往知見により比較検討し整理したものを基本設

計とした（表-2）。 

 数値シミュレーションの内、気流に関しては多様なプ

ログラムが既に開発され提供されている。数値シミュレ

ーションプログラムの開発にあたって、格子形状や吹雪

現象解析のためのカスタマイズが可能であり、様々な乱

流モデルが扱えることからOpenFOAMを採用することと 
 

表-1 検討項目 

 

 

表-2 構築したシミュレーションの基本設計 
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図-1 飛雪の運動形態１７） 

 
した。吹雪中の雪粒子の運動には、転動、跳躍、浮遊の

３つがあり（図-1）、吹きだまりの計算には、跳躍層と

浮遊層の吹雪をそれぞれ再現し、雪面で移動する雪の収

支を計算することが必要となる。 
 このような吹雪特有の部分については、既存のプログ

ラムが公開されていないため、新規に作成することとし

た。 
 

3.  数値シミュレーションプログラムの開発 

 シミュレーションシステムは、メインプログラムを

OpenFOAMとしたため、迅速かつ安定な動作環境を考慮し、

プリ・プロセス、ポスト・プロセスの動作環境を

Windows系とし、OpenFOAMのネイティブな環境であるLinux

をメイン・プロセスの動作環境とした。 

 シミュレーションシステムは、プリ・プロセス、メイ

ン・プロセス、ポスト・プロセスと言う流れで動作する

（図-2）。 

 また、全体構成については図-3のとおりとなり、メイ

ン・プロセスとプリ・プロセス、ポスト・プロセスの動

作環境が異なることから、ファイル、コマンドなどの通

信を考慮する必要が生じた。 

 ファイルの通信については、本来はWindowsでファイ

ル共有を行うプロトコルであるSMB/CIFSが、Linuxサー

バにSambaというソフトウェアをインストールすること

により通信を行うことが可能となるため利用することと

した。本システムではLinuxサーバにSambaをインストー 

ルし、Windowsのクライアントと同一のネットワークに

接続することでファイル共有を行うこととした（図-4）。 

 また、コマンド通信についてはTelnetを利用すること

とした。Telnetクライアントを使用し、Windowsのクラ 
 

 

図-2 シミュレーションシステムの動作の流れ 

 

図-3 シミュレーションシステムの構成図 

 

図-4 ファイルの通信 

 

図-5 コマンドの通信 

 
イアントからLinuxサーバに接続する事で、そのサーバ

上のプログラムを実行出来、Windowsのクライアントで 

起動したかの様に使用する事が出来るためである。

Windowsのクライアントで入力したコマンドは、Linuxサ
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ーバのコマンドプロンプトセッションにローカルでログ

オンした場合と同じようにLinuxサーバに送信され、

Linuxサーバ上で実行される。実行したコマンドの出力

はWindowsのクライアントに送り返され、Windowsのクラ

イアント上に表示される（図-5）。 

 

4.  数値シミュレーションプログラムの感度試験 

 数値シミュレーションプログラムの計算パラメータ

（臨界摩擦速度、吹雪粒子の落下速度、風速、降水量、

風向等）について、各々の計算パラメータの違いによる

計算結果の変化を把握するため、感度試験を行い、その

結果を基に既往プログラムの計算特性を整理することに

した。 

 感度試験では、計算結果に大きな影響を与えると考え

られるパラメータを抽出し、そのパラメータに対し、複

数の設定値毎に計算を行い、計算結果を比較することに

より、そのパラメータの影響について検討した。 

 影響を評価するパラメータを基に設定した感度試験の

実施項目は表-3に示す。 

 また、感度試験にあたって、パラメータの比較等を行

う際に、標準とするシミュレーションの設定条件、道路

（地形）形状を設定した（表-4）（表-5）。 

 

表-3 感度試験実施項目 

 

表-4 標準とするシミュレーション設定条件 

 

表-5 標準とする道路（地形）形状 

 
 

 以上の条件により感度試験を行い、判明した結果が表

-6である。 

 

表-6 感度試験結果のまとめ 

 

 

5. 野外調査データを用いた精度検証 

5.1.  野外調査結果の整理 

 野外調査結果を用いて、シミュレーション計算結果の

精度検証と再現計算を行うため、先ず野外調査データを

整理し、調査時の気象状況（風速、風向、降水量など）

を、整理結果及び近傍の気象観測施設データを基に取り

まとめた。 

 また、野外調査データより道路構造の違いによる吹き

だまりや視程状況の違いについて、各項目が明確になる

ように検討を行った（表-7）。 

 表-7の項目について、検討した結果を表にまとめたの

が表-8である。 

 

表-7 整理項目 

 

表-8 検討結果のまとめ 
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5.2.  数値シミュレーションプログラムの精度検証 

 精度検証の前に本シミュレーションプログラムにおけ

る吹雪の発生条件について記す。 

 吹雪の発生は図-6に示す気温と風速との関係で表され

るのが一般的である。図中に示す3本のラインは、下側

から低い地吹雪、断続的な高い地吹雪、連続的な高い地

吹雪の臨界条件である。低い地吹雪は気温が低いほど臨

界風速が小さく、4m/s前後の風速で発生する。断続的あ

るいは連続的な高い地吹雪は、気温の影響は小さく、風

速が非常に強い場合に発生する。吹雪発生の有無の判別

には、この気温と風速との関係を考慮して表-9に示す吹

雪発生条件を適用するものとする。なお、吹雪時は計測

値のみで、降雪の有無を判別することが難しく、常に

“降雪あり”の条件を課した。 

 

 

図-6 吹雪発生臨界風速１８） 

 

 また、ここでの風速は、7m高さでの風速となっている

ため、検討する対象の風速計の高さに留意して、風速の

鉛直分布の対数分布式を用いて、次式で7m高さの風速に

変換した。 

 

 

 ただし、z：風速計の高さ（m）、Uz：高さzの風速、 

z0：雪面の粗度長（1.4×10-4m）である。 

 

表-9 吹雪の発生条件１８） 

 

 

 続いて、シミュレーションの精度や妥当性について検

討するために、整理した野外調査データを用いて、シミ

ュレーションによる再現解析を行い、解析結果と野外調

査結果の比較を行った。再現対象の事例は、比較的強い

吹雪が発生した表-10に示す期間である。 

 

表-10 事例ケース一覧 

 

 

 先ず、切土道路の再現シミュレーション例を以下に示

す。 

 基準点での気象測定データ（10分データ）及びアメダ

スデータ（10分データ）を整理した結果に基づき、事例

ケースの吹きだまり再現シミュレーションを行うために

必要な気象条件を決定した（表-11）。 

 シミュレーション精度を検証するため、表-12に示す

パターンのシミュレーションを行った。シミュレーショ

ン結果（吹きだまり形状）を図-7に示す。 

 最も再現性の高かったパターンは、風速10m/s（初期

設定より高い）、臨界摩擦速度0.15m/s（既定値より低

い）、表-12の第4パターン（逐次計算）である。 

 

表-11 事例ケースの気象条件（切土） 

（解析期間2012/2/7 11:00～2012/2/9 11:10、23h） 

 

 

 

図-7 精度検証シミュレーション結果（道路、切土） 
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表-12 精度検証用のシミュレーションパターン 

（切土） 

 吹きだまりの形状及び吹きだまり量は概ね再現された

が、切土の風下側（x=2m）に見られる凹形の形状は実測

と異なっている。実測に見られた急勾配の雪斜面が形成

された原因は、着雪などの吹きだまり以外の現象が起き

ている可能性があると考えられる。そのような場合は、 

吹雪シミュレーションでは雪面形状を再現しにくい可能

性がある。 

 続いて盛土道路の再現シミュレーション例を以下に示

す。 

 基準点での気象測定データ（10分データ）及びアメダ

スデータ（10分データ）を整理した結果に基づき、事例

ケースの吹きだまり再現シミュレーションを行うために

必要な気象条件を決定した（表-13）。 

 シミュレーション精度を検証するため、表-14に示す

パターンのシミュレーションを行った。シミュレーショ

ン結果（吹きだまり形状）を図-8に示す。 

表-13 事例ケースの気象条件（盛土） 

（解析期間2012/2/7 14:40～2012/2/8 13:50、23h） 

表-14 精度検証用のシミュレーションパターン 

（盛土） 

図-8 精度検証シミュレーション結果（道路、盛土） 

 再現性の高かったパターンは、雪面起源雪粒子落下速

度0.4m/s（既定値より低い）の表-14の第2パターンであ

る。 

 計算結果によると、吹きだまりが発生する箇所がほと

んどなく、実測と同様な状況が見られる。ただし、風上

側の凹部の吹きだまりが再現されていなく、風下側の凹

部で小さな吹きだまりが再現され、実測と逆転している。

感度試験においても、このように吹きだまり方を逆転さ

せるメカニズムが見られなかったため、メッシュの切り

方が原因であると思われる。 

 シミュレーションの精度検証、最適パラメータの検討、

問題点の抽出等を目的として、切土道路と盛土道路の事

例について、その再現計算を行った結果判明した事は以

下のとおりである。 

・盛土道路では、雪面起源雪粒子落下速度を既定値

（0.5m/s）から0.35～0.4m/sまで下げると、吹きだ

まりの再現性が改良された。

・急勾配の場合、吹きだまりの異常値または通常に

は見られない形状の吹きだまりが発生する場合が

あった。

・吹きだまり速度の大きい箇所では、非常に大きい

吹きだまりが発生する場合があり、雪面を変更し

ながら逐次計算を行うと、より自然な吹きだまり

形状になった。

・切土道路では、既定の臨界摩擦速度（0.2m/s）、

風速（7.6m/s）、通常計算で計算すると、吹きだ

まりの過小評価になる場合がある。臨界摩擦速度

を0.15m/sまで下げ、風速を10m/sと高くし、逐次

計算を行うと吹きだまり量の再現性が改良された。

6. まとめ

 道路構造による吹きだまり対策効果の定量化に向けて

現地観測が不可欠であるが、数年単位の短い期間で多様

な地形条件に対する十分な観測データを得ることは難し

いことから、数値シミュレーションプログラムを作成し

た。 
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 数値シミュレーションプログラムを作成するにあたり、

既往文献を基に、吹雪に関する定数やパラメータ（雪粒

子落下速度や吹雪の移動限界摩擦速度など）について整

理し、既存のモデルを基にシミュレーションシステムの

構築を行った。 

 作成した数値シミュレーションプログラムのパラメー

タについて、実際の解析を行う際に妥当と考えられるモ

デル若しくは数値等についての整理を行うために感度試

験を行った。 

 シミュレーションプログラムの精度検証、最適パラメ

ータの検討、問題点の抽出を目的として、野外観測デー

タを整理して取りまとめた事例をいくつか抽出し、盛土

区間と切土区間を対象に再現計算を行った。 

 その結果、盛土区間では雪面起源雪粒子の落下速度を

0.4m/sとした場合に再現性が高かった。また、切土区間

では風速10m/s、臨界摩擦速度0.15m/s、逐次計算とした

場合に吹きだまりの形状及び吹きだまり量は概ね再現さ

れたが、切土の風下側に見られる凹形の形状は形成され

なかった。 

 今後の課題として、現状では道路構造ごとにパラメー

タの調整を行い再現性の向上を図っているが、それだけ

では再現性の向上を図れない事例もあるため、新たなア

ルゴリズムの検討及び改修が必要になってくる。また、

今回使用した野外観測データの大部分は、当研究所の石

狩吹雪実験場で計測されたものであるため、計測環境が

現道と必ずしも一致しないと思われることから、継続的

な現地観測データの取得を行った上でシミュレーション

プログラムの検証を行い、再現性の向上を図ることが必

要である。 
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